
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所

時給

5人 760円～760円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時05分～16時00分 就業場所

時給

3人 760円～760円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 750円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時45分～ 9時45分 就業場所
(2)16時00分～18時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務員（土地家屋調査
等補助業務）

・書類や図面の作成補助業務 
・官公庁、取引先への書類お届け、受取り 
・社用車使用 
・経理事務（入力作業、ファイリング） 
・電話、来客対応 
・その他付随する業務 

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝 土地家屋調査士鎌田玲子事務所
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５番１５
号ー１

3人 018-895-4771

ワード、エクセル操
作

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10698081

一般事務（産休代替）

○花のまちづくり運動の推進と普及、啓発に関する業務。 
・花育講座等の企画および運営の補助 
・花のまちづくり運動の普及、啓発に関するパンフレット等 
　の作成補助 
・全県花壇コンクールの企画、運営の補助 
・市町村等との連絡、調整等 
・電話対応、来客対応 
・外出用務等は自家用車を使用（ガソリン代支給）

普通自動車免許

土日祝他 秋田県花いっぱい運動の会
毎　週

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切２４
－２

1人 018-839-8191

パソコン操作（ワー
ド・エクセル） 
パワーポイント尚
可

1人 秋田県秋田市
平成30年6月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災

05010-10736181

日本製紙（株）秋田工
場社員食堂での調理と
食事提供

○社員食堂の厨房内での調理、盛り付け、食器の洗浄及び
利用者への食事の提供業務（約１５０食／日）を４人程度で
担当していただきます。 
＊エプロン等貸与 
＊長期勤務可能な方 
＊調理に興味のある方 
※勤務時間については、１時間～７時間程度の範囲で相談
いたします。
＜急募＞

不問

他 日本製紙秋田サポート株式会社
その他

秋田県秋田市向浜２丁目１－１

4人 018-896-7620

調理経験のある方
（家庭料理でも可）

147人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-10729081

《急募》調理補助及び
清掃

○旅館での食事準備や清掃などの業務 
＜朝食準備＞ 
・焼き魚や目玉焼き、味噌汁、漬物、味付けのり等で難しい
料理はありません。 
（予約状況によりますが、１５名～３０名の食事の準備を二人
で対応します） 
＜清掃＞ 
・玄関や厨房、浴室などの清掃。 
＊土日祝を含む週３～４日程度の勤務です。 ＊Ｗワーク可
能

不問

他 旅館　清水館
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目５番３４号

6人 018-863-7159

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010-10702081

電子部品の組み立て
及び検査

○電子部品の製造に従事していただきます。 
・卓上での目視作業です。 
・終日、立ち仕事となります。 
・その他指定業務 
 
※初心者の方にも丁寧に指導いたします。 
・工場未経験者の方も大歓迎です。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

3人 018-893-5805

不問
30人 秋田県秋田市

～平成30年7月20日
雇用・労災

05010-10710181

電子機器の組立「潟上
市天王」

○電子機器の組立業務に従事して頂きます。 
・卓上にて電子機器の組立、検査（立ち作業です） 
　それほど細かい作業ではありません。 
 
＊初心者の方にも丁寧に指導致します。 
 
＊工場未経験者の方も大歓迎です。 

不問

土日祝 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

3人 018-893-5805

不問
30人 秋田県潟上市

～平成30年7月20日
雇用・労災

05010-10713681

運転者（ドライバー） 
○デイサービスの利用者の送迎ドライバーに従事していただ
きます。 
＊主に秋田市内の利用者様 
＊送迎する方面によって、車の大きさが決まります。 
・８人乗り、乗用車（バン）６人乗り、リフトカーなど 
 
※どの車も、必ずアシスタントが同乗します。 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秋田介護支援センター
その他

秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地
８５番地

35人 018-887-5221

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10718881

北都ビルディング内清
掃 
（旧北都銀行別館）

○ビル内の清掃 
・事務室、廊下、給湯室、トイレ等 
・掃除機かけ 
・モップがけ 
・事務所内くずかごのごみ回収等

不問

土日祝他 企業組合　秋田中高年雇用福祉事
業団毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根３丁目２４－
３１

3人 018-862-2502

不問
50人 秋田県秋田市

労災・厚生
05010-10727281

工場内清掃作業（パー
ト・１０：００～１４：００）

○工場内の清掃全般 
・事務所、トイレ、食堂、工場内 
・モップ掛け、掃除機掛け 
 

不問

土日他 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

平成30年6月1日～平
成30年8月31日 労災

05010-10738381

冷蔵室内での商品箱
詰め作業

【主な仕事の内容】 
１．コンベアで流れてくる箱（発泡容器）へ、機械の指示通り
に該当の商品を入れ込んでいきます。 
２．上記作業に伴う商品の点検、補充作業を行います。 
３．作業前準備・後片付け、清掃を行います。

不問

金土他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

120人 018-846-2515

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10717781

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

7人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)17時00分～19時00分 就業場所

日給（時給換算）

7人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

7人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)19時00分～22時00分 就業場所

日給（時給換算）

7人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

会場設営スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　設営作業 
 
＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。 
 
＊Ｈ３０．６．５の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年6月5日
労災

04010-35581481

会場設営スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　設営作業 
 
＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。 
 
＊Ｈ３０．６．６の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年6月6日
労災

04010-35585181

会場撤去スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　撤去作業 
 
＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。 
 
＊Ｈ３０．６．１０の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年6月10日
労災

04010-35588681

会場撤去スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　撤去作業 
 
＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。 
 
＊Ｈ３０．６．１１の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年6月11日
労災

04010-35592281

●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・

●色々な会社の情報を集めたい ！

ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。

１． ５月２５日 ㈱サカイ引越センター秋田支社 【引越スタッフ・アシスタント、梱包スタッフ、営業】
２． ５月２８日 サンワ重搬㈱ 【大型乗務員（秋田県内）】
３． ５月２９日 泉運輸㈱秋田営業所 【大型中長距離トラック運転手】
４． ５月３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
５． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
６． ６月 １日 ファッションセンターしまむら桜ヶ丘店【衣料販売スタッフ】
７． ６月 ４日 ㈱和敬園【介護職】
８． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
●色々な会社の情報を集めたい ！

開催日時：平成３０年５月３０日（水） １０：００～１０：３０
開催場所：ハローワーク秋田 ２階会議室

参加企業：有限会社 やさしい手秋田

就業場所：本店（川尻総社町）、ももさだ店（新屋表町）、ポートセンター（将軍野東１丁目）

募集職種：訪問介護員（フルタイム）、ホームヘルパー（パート）

※参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。

※希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

会社説明会のご案内


